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電源ユニット 形C200H-PS221、-PS211 生産終了のお知らせ 
 

 

 生産終了予定商品  推奨代替商品 
 I/O電源ユニット  電源ユニット 

 
形C200H-PS221 
形C200H-PS211 

 

 

形C200HW-PA20□ 
形CJ1W-PA20□ 
形C200HW-PD02□ 
形CJ1W-PD02□ 

 

直接の推奨代替商品はありません。 
形CJシリーズ、形CSシリーズへ置換して

いただく必要があります。 

 
■生産および保守終了予定時期  

2015年3月末 
 
生産終了予定品は、形C200H(S)シリーズのPLC機種の関連商品です。 
これらのシリーズ商品のCPUユニットはすでに生産終了となっております。 

形式 生産終了時期 保守終了時期 
形C200Hシリーズ CPUユニット 2000年9月 2007年9月 
形C200HSシリーズ CPUユニット 2004年3月 2011年3月 

 
生産終了している上記シリーズCPUユニットの保守対応として、電源ユニットを生産継続してまいりましたが、 
保守期間の終了に伴い、2015年3月をもちまして電源ユニット（形C200H-PS221、PS211）の生産・保守を 
終了させていただきます。 
 

■生産終了予定商品と推奨代替商品 
CSシリーズへ置換 CJシリーズへ置換 

生産終了予定商品 
推奨代替商品 標準価格（￥） 推奨代替商品 標準価格（￥） 

形C200HW-PA204 20,000 
形C200HW-PA204S 25,000 

形CJ1W-PA202 12,000 

形C200HW-PA204R 25,000 
形C200H-PS221 

形C200HW-PA209R 34,000 
形CJ1W-PA205R 23,500 

形C200H-PS211 形C200HW-PD024 30,000 形CJ1W-PD025 25,000 
注：電源ユニットのみの代替はできません。CPU機種毎の置換が必要です。 
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■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点  
電源ユニットの代替のみでなく、CPUユニット、ベースユニット、基本I/Oユニット、高機能ユニット、通信ユニット等の 
ユニットの代替が必要になります。 
詳細は、次の置き換えガイドをご参照ください。 
・ 『C200H 置き換えガイド C200H からCS1 へ』  （カタログ番号 SBCA-069 ） 
・ 『C200H 置き換えガイド C200HからCJ2へ』    （カタログ番号 SBCA-073） 
・ 『C200HS置き換えガイド C200HSからCS1へ』 （カタログ番号 SBCA-070） 
・ 『C200HS置き換えガイド C200HSからCJ2へ』 （カタログ番号 SBCA-074） 

 
 
 

2012年11月現在 
お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので､ご了承ください。 
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